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平成16年 度人間看護学部 における
FDの 取 り組み

人間看護学部FD実 行委員会

は じめに

筒井 裕子

 ファカルティ・ディベロップメント(以 下FD)と は、

高等 教育 に携 わ る教員 の職業 的能力 を高 め る こと

(development of professional of faculty members),

すなわち 「教員能力開発」あるいはそのための 「教育能

力開発プログラム」という意味で使われることが多い。

ともすれば単なる知識伝授に偏 りがちなこれまでの教育

か ら、学習者の個々の能力、教育ニーズを引き出し、自

己学習力や問題解決能力を培 う教育を行 うために、それ

に携わる教員が自己開発能力、問題解決能力や新 しい教

育能力などを身にっけることが望 まれている。

 人間看護学部は二年前の開設当初より、学部内にFD

実行委員会を設置 し、FDを 「看護学系教員の教育能力

(教育 ・研究にかかわる能力)の 開発」 と位置づけて取

り組んできた。組織 は、学部内の八っの領域から一名ず

っの委員を選出し、学部の教育活動、教員のニー ドを把

握 しながら、FDの 企画、運営を行 っている。本稿では

そのFD活 動の概要 にっいて紹介する。

1.活 動 内容

 初年度 は、学部理念に基づいてどのような教育をめざ

すのか、そのために各領域、科目の教育内容にっいて相

互の理解、調整などの基礎的な整備を行 った。二年目に

当たる平成16年 度か らは、その内容を1.看 護教育に求

められる教育 ・授業資質の向上のための学習、2.授 業

評価に関する資質の向上 とその独自の取 り組み、3.看

護研究方法に関する資質の向上、4.広 報 の四点 におい

て進めた。
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1.看 護教育に求められる教育 ・授業資質の向上のため

 の学習(担 当:沖 野,大 脇)

 4年 生看護教育に必要な教育 ・研究能力の向上のたあ

の取 り組みは,初 年度,各 科目や領域内および領域間相

互の役割や関連性の調節など学部教育の基礎的整備を行 っ

てきた.H16年 度は,具 体的な教育・研究能力の開発 の

ために1)看 護教育の授業開発に関す る講演2)高 等教育

におけるIT活 用の研修参加を計画 し取 り組んできた.

1) 看護教育の授業開発に関する講演

  平成17年 度より,領 域別実習が開始されることもあ

 り,教 員のニー ドとして大学教育における技術教育や

 臨地実習のあり方に関する検討が挙が った。 そこで、

 基礎技術教育および臨地実習教育における方法論や独

 自な展開などを考え、発表する機会 として、次の講演

 およびワークショップを企画 した。

  講演とワークショップ 「求められ る看護技術教育 と

  臨地実習」

  日 時:平 成17年3.月5日(土)9:30～16:30

      第1部 講演会

  テーマ:「 看護教育の変遷 とこれからの教育、実習

      の方向性に対するメッセージ」

  講 師:桐 生短期大学教授 青木康子教授

  第2部 ワークショップ

      テーマ:人 間看護学部における臨地実習教

          育の方法論および独自的展開

2) 高等教育におけるIT活 用の研修

  現在,初 等か ら高等教育全般にわたって ビデオやテ

 レビ,イ ンターネットなどメディアを活用 した教育手

 法が急速に広まっている.こ の勢 いは当然,看 護教育

 も例外ではないと考えられる.学 部看護教育へのメディ

 ア活用のためには,一 般教育 における教授の現状と基

 礎的手法を見聞することが必要であった.そ こで,メ

 ディア教育開発センター主催の 「メディァ ・リテラシー

 の授業一学部教育におけるメディア教育入門 一」(9

 月9日,10日)に2名 のFD委 員が研修 を受 けた.研

 修を通 して,看 護教育への活用の意義は,メ ディアを

 通 した知識や情報の獲得 と共に,個 々の学生が、メディ
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アのメ ッセージをどの様に感 じ受け止めるのか、さら

に、それらがクリティカルシンキ ングの能力を高める

までに深化できる点にあることが理解できた。また、

メディア教育を していく上では、「感 じ方、受 け止 め

方は人によって異なる」 というメディアの特性を、用

いる側が十分把握することが特に大切であると感 じら

れた。意図的に用いた教材 もその意図が異なって伝わ

ることを認識 した上で、異なる可能性の部分について

用いる側があらゆる推測をたててお く必要があるだろ

う。いずれにしても、今後、看護教育においてメディ

アの活用がます ます進行、拡大 していくに当たり、 メ

デ ィア教育の理念や活用の意図、方法など基本的スタ

ンスの確立が前提であると言える。

2.授 業評価に関する資質の向上とその独自の取 り組み

1) 独創的な授業評価を行っている大学への研修

   (担当:甘 佐 ・伊丹)

〈京都大学への視察 ・研修〉

 ・日時 ・場所:5月15日(土)午 後3時 ～5時 、京都

     大学会議室

 ・講演:小 柴 達美(産 能大学経営情報学部 教授)

 ・テーマ:「 産能大学における授業評価活動」

      (京都大学高等教育研究開発推進センター

     公開研究会)

 ・参加者:3名(FD委 員含む)

 ・学び:河 合塾で も高い評価を受 けている産能大学の

     授業評価活動の実際にっいて、教員サイドか

     らの具体的な報告があり、本学部の授業評価

     を考えていくための参考 となった。

〈三重県立大学への視察 ・研修〉

 ・日時 ・場所:8月5日(木)午 後1時 ～3時 、三重

     県立看護大学

 ・研修 ・視察内容:チ ュー トリアル教育および教育評

     価の方法、ITを 活用 した教育方法や遠隔教

     育の実際、FD活 動の実際、地域交流研究セ

     ンターの活動など

 ・参加者:11名(各 領域か ら1名 ずっ、FD委 員、事

     務方)

 ・三重県立看護大学側:川 野雅資教授(地 域交流研究

     センター長)、FD委 員、他

 ・学び:FD活 動や授業評価にっいて勢力的に取 り組

     まれてお り、今後の本学部の教育評価の示唆

     を得る事ができた。また、IT活 用や遠隔授業

     にっいては、今後発展 してい く分野であり現

     状を体感することで長期的な展望を検討 して

     いく必要性を感 じた。

〈新潟青陵大学への視察 ・研修〉

 ・日時 ・場所:11月30日(火)午 前10時 ～12時、新潟

人間看護学部FD実 行委員会

   青陵大学
・研修 ・視察内容:学 生ポータルサイ ト構築による教

   学支援、ITを 活用 した教育方法や教育評価

    の方法、FD活 動など
・参加者:2名(FD委 員含む)

・新潟青陵大学側:木 村哲夫教授(教 務部長 ・国際 コ

    ミュニケーションセンター長)

図 三重県立大学での研修風景

2) 看護教育評価専用ソフトの開発(担 当:豊 田 ・石田)

  看護学教育においては、基礎科目、専門基礎、演習、

 実習 といった科目を段階的かっ有機的に連鎖 させなが

 ら学んでい くが、看護を学ぶ動機や個別性による様々

 な因子よってその学びは一様ではない。そこで、各科

 目開講中は何度も、また学生は4年 間を通 して縦断的

 にその授業への評価、看護への関心やコミットメント、

 教育目標などの到達度を測定することがで きるような

 システム開発をおこなっている。学生が学内の端末 コ

 ンピューターから直接打ち込み、その集計は簡便かっ

 タイムリーに行 って、次の授業や科目に生か し 「学生

 の"自 ら育つ"を ていねいにサポー トしていけるもの

 をあざしている。

3.看 護研究方法に関する資質の向上のFDを すすめる

(担当:小 島 ・西田)

 FDフ ォーラム …  海外研修成果報告会およびアク

ションリサーチの講演

 FD委 員会ではFDフ ォーラムを学内教員、県内看護

実践者の研究能力向上を目的とした研究報告,研 究支援

の場 と位置づけている。

1) 「アクションリサーチの方法論」の講演

  今年度のFDフ ォーラムでは、近年、実践現場や教

 育で関心の高いアクションリサーチを取 り上げた。ア

 クションリサーチは、実践と研究と理論に橋を架ける

 研究方法で、問題状況を抱えている看護実践者 と研究
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 者が協働 しその状況に関わり現場を変えていくための

 方法の一っである。平成16年7月10日(土)に 「アク

 ションリサーチの方法論」(神戸大学医学部保健学科

 看護学専攻の岡本玲子助教授)の 講演を、学外から33

 名の参加を得て開催 した。主な内容は講師のアクショ

 ンリサーチの実践を題材にその理論、研究方法をわか

 りやす く示 したものであった。

  本学部は地域交流を重視 し、地域交流看護実践研究

 センターも擁 していることか ら、実践者 とともに実践

 的研究方法にっいて研修できたことは今後の地域 との

 共同研究の一助となるものと考える。

2) 在外研修(海 外研修)の 報告

  今年度初めて取 り組んだ在外研修報告は学内のみな

 らず、学外の実践者にも平成15年 度に実施 された研修

 成果を伝達することを目的に計3回 実施 した。表iに

 示すように多岐にわたるテーマにっいて報告し、のべ130

 名の学外の参加者を得ることができた。短時間の報告

 であったが、すでに研修成果を学生への教育活動に反

 映されているものや研究に取 り組んでいるものもあり、

 今後の展開が期待される内容 といえるものであった。

4.広 報

 FD委 員会活動 レターの発行  (担当:伊 丹)

 FD委 員会活動 レターは、本年度実施 したFD委 員会

活動にっいての学びを人問看護学部教員全体で共有 する

ことを目的として、参加者の声 も取 り入れながら内容 も

具体化 して発行 した。 レターは、11月 現在までにNo.1
～No .4(図1)ま で発行 している。

H.課 題

 四年次完成年度にむけて、これまで紹介 してきた4点

を継続 し取 り組んでいくとともに、特に、開設二年 を経

過 しようとしている現在の教育、研究の到達を中間 評価

し、各授業との関連とその特徴を強化 していけるよ うに

工夫 していくことが当面の課題である。常に、学部 の教

育理念に立ち返 りながら、構成メンバーの教員それぞれ

の教育内容、方法を尊重 しなが らも相互に啓発 し、 教え

合い、高め会 うプロセスそのものがFDで あると考 える。

表1 在外研修報告会の概要

開催 日時 ・場 所

第1回

日時:平 成16年7月10日

  (土) 13:00～14:30

場所:人 間看 護学 部棟

   講 義室

第2回

日時:平 成16年9月29日

  (水)14:00～15:00

場所:人 間看 護学 部 棟

   講 義室

第3回

日時:平 成16年11月27日

  (土) 9:30～9:50

場所:人 間 看護 学部 棟

   講 義室

テ マ ・ 講 師

「B本の看護におけるスピリチュアルケアのあ

り方:イ ンドネシアIJ病 院での参与観察に基

づく一考」        比嘉勇人 教授

「ゲノム時代に期待される看護のカ

 ーナラティブとアメリカにおける看護の動向一」

            土平俊子 教授

「米国における看護学教育の現況」

            森下妙子 教授

「香港 ・淘大花園におけるSARS(重 症急性

呼吸器症候群)の 流行」  山田 明 教授

「健康教育の源流をたずねて一看護史の代表的

な病院とエジンバラ大学の看護学一」

            岡本里香 助手

「ミドルスクールにおける生活習慣と母性意識

に関する調査」      小島照子助教授

「ハワイ州における在宅ホスピス」

            竹村節子 教授

参 加 人 数

 (学外)

33名

29名

68名
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図1 FD委 員 会 活 動 レタ ーNo.1～No.4の 表 紙


